
復活の道しるべ 2016 陸前高田応援マラソン 2016/11/20
順位 氏名 所属 記録ナンバー

市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生

カナ 都市名1 3108 松田　蒼空 横田野球スポーツ少年団 00:07:27ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 陸前高田市2 3110 畠山　晃輔 横田野球スポーツ少年団 00:07:36ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 陸前高田市3 3116 村田　昂太郎 高田小学校 00:07:37ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ 陸前高田市4 3171 村上　暁斗 長部野球スポーツ少年団 00:07:38ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾄ 陸前高田市5 3107 村上　慧真 横田野球スポーツ少年団 00:07:45ﾑﾗｶﾐ ｹｲｼﾝ 陸前高田市6 3165 金野　悠仁 米崎小学校 00:07:49ｺﾝﾉ ﾕｳｼﾞﾝ 陸前高田市7 3132 小松　大成 高田FC 00:07:54ｺﾏﾂ ﾀｲｾｲ 陸前高田市8 3164 村上　陽空 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:07:57ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｸ 陸前高田市9 3129 村上　大和 高田FC 00:08:05ﾑﾗｶﾐ ﾔﾏﾄ 陸前高田市10 3158 山田　旺輝 米崎リトルスポーツ少年団　野球部 00:08:07ﾔﾏﾀﾞ ｵｳｷ 陸前高田市11 3135 菅野　修生 高田FC 00:08:09ｶﾝﾉ ｼｭｳｾｲ 陸前高田市12 3104 清水　康祐 竹駒小学校 00:08:11ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 陸前高田市13 3128 及川　詠 高田小学校 00:08:11ｵｲｶﾜ ｴｲ 陸前高田市14 3156 菊池　翔太 米崎リトルスポーツ少年団　野球部 00:08:14ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ 陸前高田市15 3111 長谷川　創一 横田野球スポーツ少年団 00:08:16ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳｲﾁ 陸前高田市16 3134 村上　翔 高田FC 00:08:23ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ 陸前高田市17 3123 戸羽　遥史 小友小学校 00:08:23ﾄﾊﾞ ﾊﾙﾌﾐ 陸前高田市18 3168 伊藤　春輔 米崎小学校 00:08:23ｲﾄｳ ﾊﾙｽｹ 陸前高田市19 3115 伊藤　雅崇 高田小学校 00:08:32ｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 陸前高田市20 3109 菅野　恵斗 横田野球スポーツ少年団 00:08:34ｶﾝﾉ ｹｲﾄ 陸前高田市21 3118 吉田　諒平 竹駒小学校 00:08:34ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 陸前高田市22 3117 佐藤　祥己 高田東jr野球スポーツ少年団 00:08:34ｻﾄｳ ｼｮｳｷ 陸前高田市23 3150 中川　輝信 米崎リトルスポーツ少年団　野球部 00:08:37ﾅｶｶﾞﾜ ﾙｼﾝ 陸前高田市24 3131 菅野　汐恩 高田FC 00:08:37ｶﾝﾉ ｼｵﾝ 陸前高田市25 3152 大和田　蒼汰 米崎リトルスポーツ少年団　野球部 00:08:38ｵｵﾜﾀﾞ ｿｳﾀ 陸前高田市26 3136 柴田　蒼太 高田FC 00:08:38ｼﾊﾞﾀ ｿｳﾀ 陸前高田市27 3169 金野　海碧 米崎小学校 00:08:39ｺﾝﾉ ﾒｲ 陸前高田市28 3127 佐藤　友紀 高田小学校 00:08:40ｻﾄｳ ﾕｳｷ 陸前高田市29 3133 菅野　晃芯 高田FC 00:08:43ｶﾝﾉ ｺｳｼﾝ 陸前高田市30 3124 佐々木　咲汰 小友小学校 00:08:53ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 陸前高田市31 3101 高橋　迅 広田小学校 00:08:54ﾀｶﾊｼ ｼﾞﾝ 陸前高田市32 3122 半澤　佑太 竹駒小学校 00:08:55ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 陸前高田市33 3126 佐藤　公紀 高田小学校 00:09:06ｻﾄｳ ｺｳｷ 陸前高田市34 3143 伊藤　彰峻 高田FC 00:09:11ｲﾄｳ ｱｷﾄｼ 陸前高田市35 3102 大和田　朝陽 広田小学校 00:09:15ｵｵﾜﾀﾞ ｱｻﾋ 陸前高田市36 3153 熊谷　樹 米崎リトルスポーツ少年団　野球部 00:09:18ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂｷ 陸前高田市37 3125 太田　迅 横田小学校 00:09:20ｵｵﾀ ｼﾞﾝ 陸前高田市38 3103 佐藤　日陽 矢作小学校 00:09:21ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 陸前高田市39 3142 戸羽　悠太 高田FC 00:09:23ﾄﾊﾞ ﾕｳﾀ 陸前高田市40 3162 佐藤　蓮 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:09:24ｻﾄｳ ﾚﾝ 陸前高田市41 3154 大谷　鞍馬 米崎リトルスポーツ少年団　野球部 00:09:25ｵｵﾀﾆ ｸﾗﾏ 陸前高田市42 3167 脇坂　冬翔 米崎小学校 00:09:26ﾜｷｻｶ ﾄﾜ 陸前高田市43 3121 清水　広幸 高田小学校 00:09:29ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 陸前高田市44 3175 後藤　陽向 米崎小学校 00:09:30ｺﾞﾄｳ ﾋﾅﾀ 陸前高田市45 3161 藤井　大翔 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:09:31ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾄ 陸前高田市46 3155 金野　拓翔 米崎リトルスポーツ少年団　野球部 00:09:33ｺﾝﾉ ﾋﾛﾄ 陸前高田市47 3119 村上　龍馬 横田小学校 00:09:37ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾏ 陸前高田市48 3163 村上　大空翔 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:09:39ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾄ 陸前高田市49 3151 熊谷　友斗 米崎リトルスポーツ少年団　野球部 00:09:40ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾄ 陸前高田市50 3157 大谷　遼馬 米崎リトルスポーツ少年団　野球部 00:09:41ｵｵﾀﾆ ﾘｮｳﾏ 陸前高田市print:2016/11/20 18:47:25 1/2 ページTimed by　アイサム



復活の道しるべ 2016 陸前高田応援マラソン 2016/11/20
順位 氏名 所属 記録ナンバー

市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生市民1.9km男子小学1～3年生

カナ 都市名51 3138 青山　雄祐 高田FC 00:09:41ｱｵﾔﾏ ﾕｳｽｹ 陸前高田市52 3140 石川　連 高田FC 00:09:48ｲｼｶﾜ ﾚﾝ 陸前高田市53 3120 佐藤　慧星 竹駒小学校 00:09:52ｻﾄｳ ｴﾙ 陸前高田市54 3114 佐藤　悠也 米崎ジュニアソフトテニススポーツ少年団 00:09:57ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 陸前高田市55 3141 佐藤　巧登 高田FC 00:10:02ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 陸前高田市56 3145 村上　大悟 高田FC 00:10:04ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 陸前高田市57 3166 後藤　琉雅 米崎小学校 00:10:05ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 陸前高田市58 3113 後藤　和 米崎ジュニアソフトテニススポーツ少年団 00:10:26ｺﾞﾄｳ ﾔﾏﾄ 陸前高田市59 3106 村上　来斗 横田野球スポーツ少年団 00:10:41ﾑﾗｶﾐ ﾗｲﾄ 陸前高田市60 3146 小槌　悠陽 高田FC 00:10:49ｺﾂﾞﾁ ﾕｳﾋ 陸前高田市61 3172 村上　叶悟 気仙リバースSTスポーツ少年団 00:11:01ﾑﾗｶﾐ ｷｮｳｺﾞ 陸前高田市62 3174 津田　陽斗 気仙リバースSTスポーツ少年団 00:11:01ﾂﾀﾞ ｱｷﾄ 陸前高田市63 3159 吉田　陵晟 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:11:01ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 陸前高田市64 3137 鈴木　龍翔 高田FC 00:11:09ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 陸前高田市65 3112 佐々木　琉輝空 米崎ジュニアソフトテニススポーツ少年団 00:11:09ｻｻｷ ﾙｷｱ 陸前高田市66 3144 太田　光星 高田FC 00:12:07ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 陸前高田市67 3148 金澤　善 高田FC 00:12:17ｶﾅｻﾞﾜ ｾﾞﾝ 陸前高田市68 3149 石川　佳 高田FC 00:12:35ｲｼｶﾜ ｶｲ 陸前高田市69 3160 佐々木　千颯 広田ミニバスケットボールスポーツ少年団 00:14:49ｻｻｷ ﾁﾊﾔ 陸前高田市
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